
エネルギー

血や肉や骨になる 熱や力になる 体の調子を整える その他 たんぱく質

ホキフライ ぎゅうにゅう　とりにく ミルクパン ノンエッグマヨネーズ きゅうり キャベツ にんじん 750

ツナサラダ ホキフライ はるさめ はくさい たまねぎ しいたけ 35.2

春雨スープ ツナ

鶏の照り焼き ぎゅうにゅう　とりにく こめ さとう ごまあぶら ほうれんそう もやし 737

もやしの和え物 とうふ あげ いりこ じゃがいも コーン たまねぎ にんじん にぼし 30.3

じゃがいものみそ汁 わかめ ねぎ

かぼちゃフライ ぎゅうにゅう　とりにく パン あぶら さとうじゃがいも かぼちゃ もやし 709

コーンサラダ キャベツ きゅうり にんじん 25.1

野菜スープ コーン たまねぎ パセリ 

ひなまつりメニュー 豆腐ハンバーグ たまご ぎゅうにゅう あつあげ こめ さとう ごま にんじん ごぼう いんげん はくさい こんぶ 748

ごま和え とうふいりハンバーグ ひなあられ たけのこ たまねぎ ねぎ かつおぶし 27.8

はんぺん汁･ひなあられ はんぺん しいたけ きゅうり キャベツ もやし 

竹輪のカレー揚げ④ ぎゅうにゅう ちくわ ぎゅうにく こめ こむぎこ あぶら さとう きゅうり キャベツ にんじん 823

削り節あえ ちりめん  ぶたにく じゃがいも こんにゃく たまねぎ かつおぶし 30.9

肉じゃが あつあげ さつまあげ えだまめ

トマトオムレツ ぎゅうにゅう たまご こくとうパン ごま さとう れんこん きゅうり にんじん 750

れんこんサラダ ベーコン ノンエッグマヨネーズ たまねぎ キャベツ パセリ 27.7

ラビオリスープ ラビオリ

魚のごまみそ焼き ぎゅうにゅう ホキ とりにく こめ むぎ ごま あぶら ごぼう にんじん きゅうり ねぎ 748

かみかみサラダ さきいか ちくわ だいず さとう さといも しいたけ だいこん えだまめ にぼし 33.9

いちょうば汁 ノンエッグマヨネーズ

リクエストメニュー 鶏のねぎソースがけ ぎゅうにゅう とりにく ちくわ こめ でんぷん あぶら  ねぎ しょうが きゅうり もやし 869

五色あえ たまご とうふ ごま さとうごまあぶら キャベツ コーン にんじん にぼし 34.8

かきたま汁 たまねぎ わかめ

手作り千草焼き ぎゅうにゅう とりにく とうふ こめ むぎ さとう あぶら ひじき にんじん しいたけ ねぎ 815

ひじきの煮物 あげ だいず ちくわ こんにゃく ごま しらたまだんご たまねぎ ごぼう にぼし 34.5

白玉団子汁 たまご

リクエストメニュー お豆腐シュウマイ② ぶたにく ぎゅうにゅう ベーコン こめ さとう ごまあぶら つぼづけ キムチ ねぎ きゅうり 720

野菜の甘酢あえ おとうふシュウマイ ごま ひらめんビーフン にんじん キャベツ たまねぎ 23.3

平めんスープ はくさい しいたけ

スパゲティミートソース ぎゅうにゅう スキムミルク ぎゅうにく ショートニング さとう あぶら にんじん たまねぎ ピーマン 861

ビーンズサラダ ぶたにく だいず ハム スパゲティ マッシュルーム 33.9

ミックスビーンズ きゅうり キャベツ

リクエストメニュー トンカツ ぎゅうにゅう ぶたにく ハム こめ むぎ あぶら たまねぎ にんじん しょうが 827

シモンドレッシングサラダ トンカツ じゃがいも にんにく りんご コーン 29.4

だいこん きゅうり

マーマレードチキン  ぎゅうにゅう とりにく ハム にんじんパン マカロニ マーマレード きゅうり キャベツ 780

マカロニサラダ おやさいつみれ ノンエッグマヨネーズ はるさめ にんじん たまねぎ もやし ねぎ 32.3

野菜団子スープ しいたけ しょうが

春巻 ぎゅうにゅう とりにく ぶたにく はるさめ こむぎこ たまねぎ たけのこ キャベツ 857

大根のナムル とりささみ  とうふ こめ さとう ごまあぶら ごま にんじん きくらげ きゅうり 31.8

マーボー豆腐 さとう かたくりこ だいこん しいたけ ねぎ しょうが

チリコンカン ぎゅうにゅう だいず ぎゅうにく パン さとう あぶら じゃがいも たまねぎ にんじん ピーマン 781

コーンシチュー ぶたにく とりにく トマト コーン グリンピース 33.7

揚げさばのソース煮 ぎゅうにゅう さば ぶたにく  こめ むぎ でんぷん しょうが きゅうり にんじん 856

白菜のあえもの あつあげ あぶら さとう ごま だいこん ごぼう ねぎ にぼし 31.5

さつま汁・お祝いゼリー こんにゃく さつまいも はくさい

いわし梅煮 　ぎゅうにゅう いわし こめ さとう こまつな きゅうり キャベツ 716

小松菜のツナ和え ツナ とうふ ちくわ レモンかじゅう わかめ にんじん 31.9

わかめスープ とりにく たまねぎ しいたけ

24 木 白ごはん

22 火 コッぺパン

23 水 麦ごはん

17 木 人参パン

18 金 白ごはん

15 火 ココアパン

16 水 カレーライス
（麦ごはん）

11 金 麦ごはん

14 月
キムタクごはん

9 水 麦ごはん

10 木
白ごはん

7 月 白ごはん

8 火 黒糖パン

3 木 コッぺパン

4 金
ちらしずし

1 火 ミルクパン

2 水 白ごはん

材料

日 曜 主食 牛乳 おかず

3月 給食献立表 
牛深学校給食センター （７２－４１５８） 

卒業 

おめでとう 

 今年度も、学校給食へのご理解、ご協力ありがとうござ

いました。来年度も子どもたちの心と体の健やかな成長を

支えていけるよう、安全安心なおいしい給食づくりに努め

てまいりますので、よろしくお願いいたします。 
 

牛深学校給食センター 


